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大本　　茂会員

9月16日（日） 〈例会日変更〉
静岡北ロータリークラブ杯争奪バスケットボール大会
場所：静岡聖光学院体育館

9月の特別月間は「基本的教育と識字率向上とロータリー
の友月間」です。世界では初等教育の学校に行けない子供
が57,000人、16歳以上で読み書きが出来ない人が8億
8,100万人いるそうです。ロータリーでは、世界中の子供たち
が初等教育を受けられ、子供と成人の識字率を高めるため
の活動を支援しています。
また、「ロータリーの友」は1980年7月号からRIの認可を
受け、日本のロータリアンの購読義務になっています。2013年
4月のRI規定審議会で、公式雑誌として正式に認められ、
現在では電子版も発行されています。

結びの言葉ですが、『宇宙兄弟』（うちゅうきょうだい）は、
小山宙哉による日本の漫画作品。講談社の漫画雑誌『モー
ニング』にて2008年1号（2007年12月6日発売）から連載中
で単行本は３３巻まで発売しています。ストーリーは2006年
7月9日、謎のUFOを目撃した南波六太とその弟の日々 人は、
「一緒に宇宙飛行士になろう」と誓い合う。それから19年後
の2025年、夢を叶え宇宙飛行士となった日々人は、第1次
月面長期滞在クルーの一員として、間もなく日本人初となる
月面歩行者として歴史に名を残そうとしていた。一方兄の
六太は、勤めていた会社をクビになってしまい、鬱屈した日々
を送っていた。そんな六太の下に、JAXAから宇宙飛行士
選抜の書類審査通過の通知が送られてくる。それは、共に
宇宙を目指すという夢を諦めない日々人が応募したもので
あった。いつの頃からか、宇宙飛行士になることを諦めていた
六太は、再び宇宙を目指すことを決意します。
その作中のなかでの言葉です。宇宙飛行士の選抜試験。
候補者の中から２人を自分たちで選び、その人が試験を突破
するとの課題がでた。チーム全員（5人）が宇宙飛行士になり
たい強い思いを持っている。選び方に困った候補者達だっ
たが、六太（主人公）はじゃんけんで決めることを提案。

「グーみたいな奴がいて、チョキみたいな奴もいて、パーみた
いな奴もいる、誰が一番強いか　答えを知っている奴がい
るか？」

人に順列をつけることはできない、主人公の想いが詰まっ
た言葉です。

（第1330回例会）

出席報告

本日の例会案内

9月18日（火）
第3回休例会

次回のプログラム

戸﨑　博隆幹事 会長挨拶 山﨑　俊昌会長

開会点鐘 山﨑　俊昌会長

ロータリーソング 吐前　敏孝会員

ビジター紹介 大本　　茂会員

「君が代」「奉仕の理想」

ゲスト卓話
米山記念奨学生　

長阪　有美奈様
ド・ゴック・ハン様

アルビナ

2018年9月4日  ［火］　 第1329回例会　天候：　

司会進行

会　長●山﨑 俊昌
副会長●森崎 和敏
幹　事●戸﨑 博隆
副幹事●杉山 　直

静岡北ロータリークラブ S H I Z U O K A   N O R T H   R O T A R Y   C L U B

月　日

8／20

8／28

9／4

会員数

32（30）

32（32）

33（30）

出席数

21名

30名

24名

欠席数

9名

2名

6名

メークアップ

－

－

－

改正出席率

70.00％

－

－
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新会員入会式

1

•次週9月16日（日）は、振替え例会。
静岡北RC杯バスケットボール大会です。
•10月28日（日）、地区大会のご案内。
•〈市内RC 10月例会変更〉

「ロシアとは」

17,125,191㎢　
一千　世界1位、アメリカは世界4位
（日本  377,835㎢  世界61位、 モナコ  世界192位  2㎢、
ヴァチカン  世界193位  0.44㎢）

■〈新会員〉髙橋　大助会員
本日より入会させていただきました。
これから宜しくお願い致します。
■山﨑　俊昌会長
髙橋大助さんの入会を歓迎します。
一緒に楽しんでやっていきましょう！
■内田　英男会員　■大橋　利昭会員
■石垣　徳夫会員　■津田　　薫会員
■北上　紘生会員
新会員  髙橋さんの入会を歓迎致します。
ロータリーを楽しんで下さい。
■中田　喜雅会員　■望月由紀江会員
■青木　丈洋会員　■吐前　敏孝会員
髙橋大助さんの入会を厚く歓迎致します。
共に盛り上げていきましょう。
■北條由美子会員　■杉山　義郎会員
アルビナ様、今日の卓話、ありがとうございます。
楽しみにしています。
日本語、お上手なのでびっくりでした。

誕生日／9月20日
メモリアルデー
司法試験合格日／9月9日
結婚記念日／9月23日
司法試験合格日／9月23日

成竹　香澄会員

北上　紘生会員
鈴木　勉・智子さん
佐藤　裕之会員

戸﨑　博隆幹事幹事報告

戸﨑　博隆幹事おめでとう

中田　喜雅会員スマイル

■大橋　知文会員
今月25日の夜間例会、アクトの皆さんに会えることを
楽しみにしております。

静岡北RACスマイル

閉会点鐘 山﨑　俊昌会長

［担当：大橋（利）］

1日（月）

18日（木）

22日（月）

静　　岡

静 岡 東

静岡中央

日　付 クラブ 場所／時間
グランディエール ブケトーカイ

11：30～12：30
ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

中島屋グランドホテル
17：00～18：00

新 会 員 髙橋　大助会員

長阪　有美奈様
アルビナ

領土面積
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参考 ： ソ連  2億8,862万4千人／1990年1月1日
総合人口

3
8.85人/1㎢　 日本  335人/1㎢ 
モスクワ  4883,43人/1㎢
サンクトペテルブルク  3814,64人/1㎢
クリミア共和国  73,38人/1㎢
日本海地方  11,62人/1㎢ （首都ウラジオストック）
ハバロフスク地方  1,69人/1㎢ （首都ハバロフスク）
カムチャッカ地方（半島）  0,68人/1㎢

人口密度
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160の民族のうち7民族のみ100万人以上の人口を持っています。
ロシア人、タタール人、ウクライナ人、バシキール人、チュワーシ人、
チェチェン人、アルメニア人。他の民族の人口は100万人未満。

民族数

5
共和国 22・地方 9・州 46・大都市 3
自治州 1・自治区 4（群）
別名 ： 連邦管区

地域の構成
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ロシア気温 ロシアの気候は、基本的に昼夜と年間の気温差の
大きな大陸性気候です。広大な国土のため細かな気候区分で
分類すると10以上の気候に分かれますが、北極海沿岸のツン
ドラ地帯や黒海やカスピ海沿岸の南西部以外は亜寒帯気候
（冷帯気候）に属しています。
冷帯湿潤（タイガ）気候、冷帯夏雨（タイガ）気候、冷帯湿潤
（混合林）気候、冷帯夏雨（混合林）気候、ステップ気候
北部 ： ツンドラ気候
黒海周辺 ： 温暖湿潤気候

気候帯数

7
ロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教等
（並び順は人口が多い信者に相当しています）
70種類の宗派所属にて23,500の宗教団体が登録されている。
未登録の信念や団体も多数存在しています。

宗教数　7

8
ロシアでは昼休み時間が13時～14時が一般的です。
習慣についてワンポイント情報


